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お知らせ
開催します～町田市障がい福祉事業
計画
（第５期計画）

市

民

公

聴

会

この計画は、障害者総合支援法第
８８条に基づき、国の基本指針に即し
て、２０１８年度～２０２０年度の障害福
祉サービス、相談支援及び地域生活
支援事業の提供体制を確保するため
策定するものです。
現在作成中の計画素案について説
明し、内容に関するご意見を伺うた
め市民公聴会を開催します。
※ご意見に対して市が回答する場で
はありません。
※１２月末ごろに、町田市ホームペー
ジに計画素案の概要を掲載予定で
す。
※町田市ホームページ以外での資料
の入手方法についてはお問い合わせ
下さい。
対市内在住、
在勤、
在学の方
日１月１３日㈯午前１０時～正午
場市庁舎
定５０人
（申し込み順）
申１２月１９日正午～１月１０日にイベ
ントダイヤル
（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９Ｅ）
へ。
問障がい福祉課☎７２４・２１４７
ご意見を募集します

（仮称）ＪＲ町田駅南地区
まちづくり整備方針（素案）

中心市街地の「南の玄関口のまち
づくり」を推進するため、
「（仮称）ＪＲ
町田駅南地区まちづくり整備方針
（素案）
」
を作成しました。
資料の閲覧・配布窓口地区街づくり
課
（市庁舎８階）
、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
提出方法書面にご意見・住所・氏名・
電話番号を明記し、１２月１８日～１月
１７日
（消印有効）
に直接、郵送、ＦＡＸ
ま た はＥメ ー ル で 地 区 街 づ く り 課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２、返
０５０・３１６１・６０１３遍ｍｃｉｔｙ３２１０＠
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※郵送の場合は、配布資料に添付し
ている専用封筒
（料金受取人払郵便）
を利用できます。
【注意事項】
○書式は自由です。
〇電話、口頭によるご意見はお受け
できません。
〇ご意見に対する個別回答は行いま
せん。
○公序良俗に反するもの、特定の団
体、個人等に対する誹謗中傷が含ま
れるものは無効とします。
○寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、３月ごろ
に町田市ホームページに掲載する予
定です。
問地区街づくり課☎７２４・４０２６
２０１８町田さくらまつり

出演・出展・出店団体募集

【尾根緑道会場】
日４月７日㈯午前１０時～午後４時、８
日㈰午前１０時～午後３時３０分
○ステージ出演
５分でわかる町田のストーリー

イベント申込システム

コード マークのあるイベントは町田市ホームページから申し込めます

出演時間２０分以内
定各日５団体程度（抽選、結果は１月
１５日ごろ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。
○ＰＲコーナー出展
内展示、サンプル配布等
※販売を行う場合は模擬店コーナー
出店に応募して下さい。
定５団体程度（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
費１団体１万５０００円
※申し込みは１団体１出展のみです。
○模擬店コーナー出店
内飲食物及び物品の販売
定２０団体以内
※事業者は出店できません。
※実行委員会が募集対象外と判断し
た場合、出店をお断りする場合があ
ります。
費１団体４万円
※申し込みは１団体１出店のみです。
※環境に配慮した指定の容器を使用
していただきます（容器代は別途必
要）
。
※１月１２日㈮に説明会を行います
（応募者多数の場合は抽選）。本申請
書類の配布・説明を行いますので代
表者は必ず出席して下さい。無断欠
席はキャンセルとなります。
【芹ヶ谷公園会場】
日４月７日㈯、８日㈰、午前１０時～午
後４時
○ステージ出演
出演時間３０分以内
定各日若干数（抽選、結果は１月１５日
ごろ通知）
費１団体５０００円
※申し込みは１団体１出演のみです。
◇
対市内で活動する市民団体等
申募集要項をよくお読みのうえ、応
募用紙に記入し、添付資料とともに
１月５日まで（消印有効）に直接また
は郵送で町田さくらまつり実行委員
会事務局（産業観光課〔市庁舎９階〕）
へ。
※募集要項と応募用紙は産業観光課
で配布しています（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。
問産業観光課☎７２４・２１２８

献血にご協力下さい
市庁舎で献血を実施します。輸血
用血液の需要は年々増加していま
す。継続的なご協力をお願いします。
日１２月２１日㈭午前１０時～１１時４５
分、午後１時～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎７２４・２５３７
１２月２２日、２３日に

ゆず湯を実施します

１２月２２日の冬至に合わせて、市
内の公衆浴場でゆず湯を実施しま
す。
日・場金森湯（金森３－２２－２１）＝
１２月２２日㈮午後４時～１１時、大蔵
湯（木曽町５２２）＝１２月２３日㈷午後
２時～１１時
入浴料大人４６０円、小学生１８０円、未
就学児８０円
問金森湯☎７９６・５９２６、大蔵湯☎
７２３・５６６４、町田市産業観光課☎
７２４・３２９６

催し・講座
生涯現役！地域活躍を応援します！

ア ク テ ィ ブ シ ニ ア
介 護 人 材 バ ン ク

【初級研修】
市内の介護施設で周辺業務（清掃、
ベッドメイキング、配膳、介護補助
等）を主とした就労を希望する方向
けの研修です。
対市内在住のおおむね５０歳以上で
介護施設での就労を希望する方
日１月２４日㈬午後１時３０分～５時
場町田市民フォーラム
定３０人（申し込み順）
申電話で町田市介護人材開発センタ
ー・町田市介護人材バンク（☎８６０・
６４８０、受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
介護の基本を学びたい方へ

基礎介護技術講習会

対市内在住の①家庭で介護をしてい
る方②介護職に就労したい、または
関心のある方③現在介護の仕事をし
ていて基本を学びたい方
日１月２１日㈰午後１時～５時
場（特）桜実会デイサービス玉川学園
※駐車場はありません。
内認知症の基礎知識に関する講義、
移動・移乗介助、高齢者の疑似体験等
講（公社）東京都介護福祉士会
定４０人（申し込み順）
費③のみ４０００円（会員事業所職員
は２０００円）
申住所・氏名・電話番号を明示し、１
月１５日午後５時までに、電話または
ＦＡＸで町田市介護人材開発センタ
ー（☎８５１・９５７８返８５１・９５７９、受
付時間＝祝休日を除く月～金曜日の
午前９時～午後５時）へ。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６

まちいきヘルパー養成研修
４月から、要支援認定を受けてい
る方への訪問型サービスに、新しい
サービスが加わりました。このサー
ビスは、高齢者のご自宅を訪問し、移
乗介助等の体に触れる介護ではな
く、掃除・洗濯・調理等のお手伝いを
します。
ヘルパー（訪問介護員）の資格がな
くても、研修を修了することで市の
ヘルパー（まちいきヘルパー）として
働くことができます。
対全回出席できる１８歳以上の方で、
市内の訪問介護事業所でまちいきヘ
ルパーとして働く意志のある方
日２月２０日、２７日、３月６日、１３日、い
ずれも火曜日午前９時３０分～午後４
時３０分、全４回
※研修最終日に、訪問介護事業所に
よる就職説明会を開催します。
場健康福祉会館
内講義や演習で、まちいきヘルパー
として必要な知識や技能を習得（計
２０時間程度）
定４０人（抽選）
費１０００円（テキスト代）
申研修申込書（町田市介護人材開発
センターで配布、同センターホーム
ページまたは町田市ホームページで
ダウンロードも可）に必要事項を記

イベシス

検索

入し、１月３１日まで（消印有効）に直
接、郵送またはＥメールで町田市介
護人材開発センター（〒１９５－００７４、
山崎町２０５５－２、Ｃ－１１１、遍ｉｎｆｏ＠
ｍａｃｈｉｄａ－ｋｊｋｃ．ｊｐ）へ。
※研修申込書を郵送希望の方及び研
修内容等の詳細は、同センター（☎
８５１・９５７８）へお問い合わせ下さ
い。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

認知症サポーター養成講座
認知症の基礎知識や対応方法を学
びます。受講終了後に、認知症サポー
ターの証しとなるオレンジリングを
お渡しします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月２０日㈯午後７時～８時３０分
場成瀬コミュニティセンター
定１２０人（申し込み順）
申１次受付＝１２月１５日正午～１８日
午後７時にイベシスコード１７１２１９
Ｃへ／２次受付＝１２月１９日正午～１
月１７日にイベントダイヤル（☎７２４
・５６５６）またはイベシスへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

まちだの体力向上プロジェクト
【法政大学教員による女性のボディ
ワーク教室】
笑顔で楽しくリズミカルに動く教
室です。
対医師から運動制限を受けていな
い、おおむね６５歳以上の方
日１月１１日、１８日、いずれも木曜日
午前１０時～１１時３０分
場（社福）天寿園会特別養護老人ホー
ム椿
講法政大学社会学部准教授・越部清
美氏
定各２０人（申し込み順）
費１００円（保険代込み）
申１２月１９日正午～１月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９Ｄ）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

市
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いずれも要約筆記があります。
【①健康食品、サプリメントのウソ・
ホント～健康食品と医薬品との相互
作用】
町田市薬剤師会との共催です。
日２月３日㈯午後２時～４時
場健康福祉会館
講（一社）日本健康食品・サプリメン
ト情報センター理事 宇野文博氏
定１８０人（申し込み順）
申１２月１９日正午～１月３１日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２１９Ｆ）へ。
【②お口の健康が長生きの秘訣】
日２月４日㈰午後１時～３時３０分
場町田市民ホール
内歯科医療から認知症の予防を目指
して
講神奈川歯科大学教授・山本龍生氏、
武蔵野学院大学教授・澤口俊之氏
定８００人（申し込み順）
申１２月２１日正午～１月３０日にイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７１２２１Ａ）へ。
◇
問保健総務課①☎７２２・６７２８②☎
７２４・４２４１

12月1日～31日「中学生職場体験」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます まちテレ

検索

